７月29日(土)

見学先

NPO法人自然環境ネットワーク・射水市ビオトープ協会

日 程

午後１時30分～

午後１時30分
射水市役所
(バスで移動)

金山地区の里山の中にある、
いろいろな生き物が住む場所
（ビオトープ）
での自然観察を
通して、N P Oが
活動している場
所を見学します。

このプログラムは、親子参加
型プログラムです。里山を歩く
ため、動きやすい服装でご参加
ください。（雨天決行）

活動を体験してみよう
活動を始めたきっかけや活動内容､
目標などのおはなしを聞き、植樹
や巣箱づくりなどの活動を体験し
ながら、自然環境の
保護を通した「まち
づくり」について親
子で学びます。

申込期

地域活動をみてみよう

第2回 ～地域の交流イベントを体験・楽しく学ぶ地域の「まちづくり」～

限８月
９日(水
)
定員
20名

※このプログラムは市民の方はどなたでも参加できます。(親子での参加もできます)

日 時

８月20日(日)

見学先

ふたくちコミュニティセンター（ふたくち地域振興会）

日 程

午前９時30分～

集合

活動をみてみよう

活動を体験してみよう

午前９時30分
ふたくちコミュ
ニティセンター

地域活動の中心となり、いろ
いろな行事やサークル活動が
行われてい
るコミュニ
ティセンター
を見学しま
す。

地域振興会の役割や活動内容など
のおはなしを聞き、｢ふたくち三世
代交流ふれあいの集い」に参加し、
工作等を体験しながら、
地域で取り組む「まち
づくり」について学び
ます。

イベント体験（竹細工、段
ボール恐竜制作等）で作った
作品は、無料でお持ち帰りで
きます。

第１回は、子どもたちにも射水の「まちづくり」を
学んでもらうため、小学生の親子参加型プログラム
（祖父母と孫での参加もＯＫ）になっているけど、第
２回・第３回は誰でも参加できるプログラムになって
いるから、ぜひみんな参加してね！

どうやって
申し込めばいいの？

①参加を希望する回
②参加者の氏名･フリガナ
③参加者の生年月日
親子参加の場合は、
親子両方の氏名・
生年月日を記載
④住所
⑤電話番号

左の図を参考に
必要事項を記入し、
はがき又はメールで申込先
に送ってね。市ホームペー
ジ等にあるチラシ裏面の様
式で、FAXでの申込みもで
きるよ。
応募者が定員に達したら
募集は終了になるので、お
申込みはお早めに！
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９月９日(土)

見学先

小杉まちづくり協議会（旧北陸道）

日 程

集合

午後１時30分～

活動をみてみよう

国登録有形文化財となっている
小杉展示館と竹内源造記念館を
中心に、歴史と
文化を生かした
旧北陸道のまちなみを歩き、
まちづくりが進
お店の見学や鏝絵体験など、
むまちなみを歩
旧北陸道の魅力を体感するこ
きます。
とができます。
午後１時30分
小杉展示館

3

いみず

2017.7

活動を体験してみよう
「旧北陸道アートin小杉」など
のまちの活性化事業について学
びます。また、ミニ鏝絵体験を
行い、｢旧北陸道アートin小杉」
で作品を展示することで、まち
のにぎわいづくりに参加するこ
とができます。

◆まちぐるみURL
http://npo.imizu-chiiki.jp
※左記のＱＲコードやインター
ネット検索からもアクセスで
きます。

射水市 まちぐるみ

検索

2017.7

射水市ＮＰＯポータルサイト

日 時

『まちぐるみ』を
立ち上げました！

※このプログラムは市民の方はどなたでも参加できます。(親子での参加もできます)

ＮＰＯ法人とは、福祉や教育・文化、環境保
全、地域活性化等の様々な社会貢献活動を行う、
営利を目的としない市民活動団体です。
市内でも多くのＮＰＯ法人が活動しており、
その団体を紹介し、活動内容等を広く市民の皆
さんにお知らせするため、ポータルサイト『ま
ちぐるみ』を立ち上げました。
このポータルサイトでは、「市内にはどのよ
うな団体があるのか」「どこでどんな活動をし
ているのか」等、いろいろな情報を掲載してい
ます。また、各団体が開催するイベント情報な
ども掲載しています。
様々な社会貢献活動に取り組むＮＰＯ法人は、
市が推進する「市民が主役のまちづくり」の
パートナーでもあります。
ＮＰＯ活動への理解を深め、市民の皆さんと
ＮＰＯ法人がつながるきっかけとして、ぜひご
活用ください！

限８月
30日(水
)
定員
15名

まちづくりにふれてみよう

参加
無料

申込先
〒939-0294 射水市新開発410番地１
射水市役所 地域振興・文化課
FAX：51－6654
：chiikibunka@city.imizu.lg.jp

申込期

第3回 ～まちのにぎわいづくり活動にふれ、気軽に参加～

はじめます

活動をみてみよう

ー６６２２

集合

｢まちづくり」という言葉は聞いたことは
あるけど、実際にはよくわからない。そんな
方にも、気軽に「まちづくり」にふれてもらうため、
難しい講義や研修ではなく、｢まちづくり」の実際の
取組を直接見て、聞いて、感じる、体験型プログラム
をはじめることにしたんだ。そのプログラムが『まち
プラ』だよ。

地域振興・文化課

日 時

射水まちづくりプラットフォーム

※このプログラムは市内の小学生と同伴の保護者 (祖父母と孫の参加も可) の方が参加できます｡

まちプラ

『まちプラ』
って何？

市では『市民が主役のまちづくり』の考え方の下、 住｢んでみたい」 住｢み続けた
い」と感じられる魅力のあるまちづくりを推進しています。
そして、魅力のあるまちをつくるためには、『まちづくりの主役』となる、市民
の皆さんのご理解や参画が必要不可欠です。
今まで「まちづくり」にあまり関わったことがない方や、 ま｢ちづくり」に協力
してみたいけれど、何をすれば良いかわからないという方が、気軽に「まちづく
り」に参加できる土台（＝プラットフォーム）をつくるため、新しいまちづくりプ
ログラム『まちプラ～射水まちづくりプラットフォーム～』をスタートします。
地域参加のきっかけに、夏休みの自由研究に、ちょっとした気分転換に、市内を
プラプラお散歩する気分で、楽しく「まちづくり」を学びませんか？

問合せ先

NPOの活動をみてみよう

第1回 ～里山の生き物を育て、自然を守るＮＰＯ活動を親子で体験～

申込期
限７月
19日(水
定員
)
小学生
親子20
組

いみず 2

どのような人が対象なの ?
在宅で生活する40歳以上の方で、次のような方です。

病院を受診
したがらなくて、
困ったなぁ…

介護が
たいへん…

導入予定の公共施設
新湊地区センター、コンベンション施設（多目的
ホール 、)市民交流スペース等
事業方式
市が民間事業者に対して土地の貸し付け等を行い、
民間事業者が事業提案に基づき、自らの責任と負担
により施設の設計、建設、維持管理を行う方式とし
ます。
市や地元事業者は、テナントもしくは区分所有に
より本施設に入居することを想定しています。
事業スケジュール
今後は、民間事業者との個別対話を通じて、より
具体的な内容を記した募集要項を定め、 月頃には
事業に参画する事業者の募集を開始する予定として
います。

●認知症状があるけど、なかなか医療機関を
受診したがらない。
●医療機関を受診したことはあるけど、本人が
嫌がって中断してしまっている。
●医療機関は受診しているけど、暴言や徘徊、
妄想などがあって介護が大変。
＊まずは下記の相談窓口へご相談ください。
相談された方のうち、認知症初期集中支援チーム員のサポートが必要な方に支援を行います！！

どんな支援をしてくれるの ?
支援チーム員が対象のご家庭などを訪問し、ご本人やご家族がお困りのことなどを一緒に確認
します。その上で医療機関の受診や介護保険サービス等の利用につなぐための支援やご家族の介
護負担軽減等について概ね６カ月間集中的に支援します。

称

所

83－7171 庄西町､ 港町､ 庄川本町､ 本町､ 放生津町､ 中央町､ 桜町､
82－8283 西新湊､ 三日曽根､ 善光寺､ 緑町､ 塚原地区､ 作道地区

中村20番地
(こぶし園内)
新開発410番地1

51－6625
全地区
51－6657
問合せ先

地域福祉課

51－6625

10

平成30年 (2018)

商工会議所
所有地
号

国道４１５

新湊消防署

0

10

20

50

80M

平成31年 (2019) 平成32年 (2020)

開 業

2017.7

旧新湊庁舎跡地

開業準備

52－0800
大門地区、大島地区
52－6800

いみず

下水
ポンプ場

整備工事 民(間事業者 )

大門・大島地域
包括支援センター
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事業者選定

（ 月頃）

56－8725 橋下条地区、金山地区、黒河地区、池多地区、
56－8231 太閤山地区、中太閤山地区、南太閤山地区

ー６６１２

小 杉 南 地 域 中太閤山18丁目1番地2
包括支援センター
(太閤の杜内)

平成29年 (2017)

設計 民(間事業者 )

55－8217
三ケ地区、戸破地区、大江地区、下地区
55－5885

年度

■契約締結（４月頃）

86－2125 立町､ 八幡町､ 中新湊､ 二の丸町､ 越の潟町､ 海王町､
86－2960 片口地区､ 堀岡地区､ 海老江地区､ 本江地区､ 七美地区

■優先交渉権者決定
（２月頃）

大江333番地1
(大江苑内)

区

■ 公募型プロポーザル公告

小 杉 ・ 下 地 域
包括支援センター

地

■実施方針公表

七美891番地
(七美ことぶき苑内)

当

スケジュール

新 湊 東 地 域
包括支援センター

担

問合せ先

朴木211番地1
(射水万葉苑内)

電話番号
FAX番号

政策推進課

5

住

新 湊 西 地 域
包括支援センター

地 域 福 祉 課
地 域 支 援 係

民有地

10

相談窓口
名

旧新湊庁舎跡地

旧新湊庁舎跡地利活用事業 実施方針について

認知症の方やご家族などを支援するため、認知症サポート医、保健師、社会福祉士、認知症地
域支援推進員など、医療と福祉、介護の専門職で構成するチームです。

旧新湊庁舎跡地の 利 活 用 に つ い て 実 施 方 針 を
まとめました。
この実施方針では 、 事 業 の 基 本 方 針 や 事 業 対
象用地の概要、民間 事 業 者 の 参 加 資 格 要 件 、 市
と民間事業者とのリ ス ク 分 担 等 を 明 ら か に し て
います。

認知症初期集中支援チームとは ?

概 要

認知症は、早期発見・早期診断・早期対応をすることで症状を軽減し、進行を遅らせることが期待で
きます。また、適切な介護を長期的に行う必要があり、支えるご家族の心身の健康もとても大切です。
ひとりで抱えこまず、まずはご相談ください。

事業名称
旧新湊庁舎跡地利活用事業
事業対象用地
約１２，０００㎡
・旧新湊庁舎跡地
・射水商工会議所所有地
約 １，３００㎡
事業目的
豊富な観光資源を生かし、安定的に交流人口を受け
入れるため、公共交通の結節点として、観光機能も
備えた公共交通ターミナル、新湊地区センターや市
民交流機能を備えた複合交流施設の整備を図ります。
基本方針
・新たな賑わいの創出につながる施設計画
（公共交通や他地区との動線整備、周辺観光資源
との連携強化等）
・地域への貢献
（地域経済の振興、地元雇用の創出等）
・ユニバーサルデザインに配慮した施設計画
（市民の誰もが安心して快適に利用できる施設）

認知症初期集中支援チーム が
サポートします !

・旧庁舎解体工事
2017.7

いみず 4

介護保険のお知らせ
７月中旬に 歳以上の方へ
介護保険料決定通知書を送付します
介護保険制度は、介護が必要になっても、住み
慣れた地域で安心して自立した生活が送れるよう

問合せ先

介護保険課

●介護保険負担割合証を送付します

ー６６２７

現在、要介護（要支援）認定を受けている方及び総合
事業の事業対象者に交付されている介護保険負担割合証
の有効期限は、７月 日です。新しい負担割合証は、平
成 年中の所得に基づき負担割合（１割又は２割）を決
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ともに「介護保険負担割合証」を提示してください。

定し、７月末に送付する予定です。
介護保険サービスを利用するときは、被保険者証と

ので、保険料の納付にご理解をお願いします。保
険料の滞納が続く場合、未納期間に応じた給付の

●介護保険負担限度額認定証の更新には申請が必要です

【負担限度額認定証の交付要件】

が軽減されます。

「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けた方が、介護保険３施設
介(護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設）に入所
する場合やショートステイを利用したとき、食費・居住費の自己負担額

一時差し止めや、利用者負担割合が３割となる措
置がとられます。

●保険料の納付方法
年金の受給額が年間 万円以上の方は原則として特別徴収（年金から
の引き落とし）による納付となります。ただし、 歳になられたばかり
の方や他市町村から転入された方は、６カ月から１年間は普通徴収（納
①本人及び世帯全員が市県民税非課税であること。
②配偶者（世帯分離している場合も含む）がいる場合は、配偶者が

※申請月の初日から適用となります。ただし、国民健康保険税に未納がある場合は交付できま
せん。
※所得の申告がない場合は、限度額区分の判定ができません。所得の無い方も申告をお願いし
ます。(配偶者控除、扶養控除の対象者は除く）

付書又は口座振替）による納付になります。
◎納付書で納める方は口座振替が便利です。
市県民税非課税であること。
③預貯金等が、夫婦で２，０００万円以下、単身の場合は１，０００
万円以下であること。

入院又は高額な外来診療を受けた場合、病院の窓口に「限度額適用認定証」、｢限度額適用・
標準負担額減額認定証」を提示することで、医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。
必要な方は、保険年金課で申請をしてください。(地区センターでは申請できません｡）
※申請には保険証と印鑑、窓口へ来られる方の身分証明証が必要です。
また、すでにお持ちの方の有効期限は、７月31日です。今後も必要な場合は、８月以降に再
度申請をしてください。

お近くの金融機関で手続きができます。
◎市役所介護保険課又は各地区センターの窓口
で「ペイジー口座振替受付サービス（銀行の

● ｢限度額適用認定証」、｢限度額適用・標準負担額減額認定証」をご存知ですか？

キャッシュカードによる口座振替登録）」を

３割

現在お持ちの介護保険負担限度額認定証の有効期限は７月 日
です。８月１日以降も認定証を希望される場合は、改めて申請が
必要です。

２割

利用することもできます。

●８月から高額介護（予防）サービス費の利用者負担上限額が
変わります

51－6628
保険年金課
問合せ先

１割

昭和19年４月１日
現在使用中の高齢受給者証（オレンジ色）の有効
以前誕生日の方
現役並み所得者
期限は、７月31日です。新しい高齢受給者証（青色)
以外
昭和19年４月２日
は、７月下旬に発送します。
以降誕生日の方
一部負担金の割合は、平成28年中の所得に基づき
｢２割（特例措置により１割)」、｢２割」又は「３割」 現役並み所得者
と表記されています。

31

に、社会全体で支えていく仕組みです。保険料は
制度を維持していくための大切な財源となります

31

65

同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担
（１割又は２割）の合計（同じ世帯内に複数の利用者
がいる場合には、世帯合計）が上限額を超えた
ときは、申請により超えた分が「高額介護（予
防）サービス費」として支給されます。

●８月１日から高齢受給者証 (70歳から74歳の方)
70歳から74歳の方の医療費自己負担割合
が「青色」に変わります

65

※１ 現役並み所得者とは、同じ世帯に課税所得145万円以上
の65歳以上の人がいて、65歳以上の人の収入が単身383万
円以上、２人以上520万円以上の世帯の人
※２ 利用者負担割合が１割の被保険者のみの世帯には、平成
29年８月から３年間に限り年
間上限額を446,400円 (37,200
円×12カ月) とする緩和措置
があります｡

そのうち一般所得者（市県民税課税世帯）の月額上限額が、
３７，２００円から４４，４００円に引き上げられます。
支給対象者には申請書を送付しますので、市役所へ提出してください。
一度申請されると、以後の申請は原則不要となります。

15,000円 (個人)
・合計所得金額と課税
年金収入額との合計
が80万円以下
・老齢福祉年金受給者

44,400円 (世帯)※２
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射水市国民健康保険のお知らせ

18

24,600円 (世帯)
市県民税非課税世帯

37,200円 (世帯)
平成29年
７月まで
(市県民税課税世帯で現役並み 平成29年
所得者に該当しない)
８月から
一般所得者

44,400円 (世帯)
現役並み所得者 ※１

利用者負担上限額(月額)
分
区

後 期 高 齢 者 医 療 のお知らせ

歳以下の子ど

■場所

戸倉上山田温泉内（長野県千曲市）

なと思うこともあります。
■内容

いなせな神輿、芸妓連、木遣り、
民踊流し、勇獅子、冠着太鼓など、
フィナーレは夜空も彩る煙火大会
です。

子育て支援課

眠たいけれど
○○に行きたい！

●８月１日から被保険者証が新しくなります

築・既存住宅の取得

申し込み
フ｢ ラット 」取扱金融機関と相談の
上、建築住宅課へ申請してください。
問合せ先

建築住宅課 大(島分庁舎 )
ー６６８３
住宅金融支援機構北陸支店
０７６ー２３３ー４２５４

ようにすると安心して寝ます。お母さんの奮闘もなんだったのか

問合せ先

新しい被保険者証を、７月末日までに簡易書留でお届けします。
ご不在の場合は「不在票」が投かんされますので、郵便局へお問い合
わせください。

歳以下の子どもがいる世帯）によ

世帯（申請日現在で満

・直系親族の世帯から２㎞以内の子育て

る同居のための新築・既存住宅の取得

満

・三世代以上の子育て世帯（申請日現在で

子育て世帯等に対する住宅ローン
フ｢ラット 金｣利引き下げの適用について
内容
住宅金融支援機構では、子育て世帯や

子育てワンポイントアドバイス

もがいる世帯）による近居のための新

15

移住者に対し市の補助事業を活用して対
象となる住宅を取得する方に、フラット
の住宅ローン金利を当初の５年間に限
り年 ％引き下げます。

連携する市の補助事業
・指定宅地取得支援事業
・空き家対策支援事業
・きららか射水移住支援事業

歳未満の子育て世帯

対象となる住宅取得
・申請日現在で満
申(請日現在で満 歳以下の子どもがい
る世帯）による既存住宅の取得

35

抱っこしてほしい！

●限度額適用・標準負担額減額認定証（黄色のカード）を
交付します
同一世帯のすべての方が住民税非課税の世帯を対象に、一部負担金及
び入院時の食事代が減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」
を申請により交付します。すでに認定証の交付を受けている方で、引き
続き該当する方には７月末日までに新しい認定証を送付します。
同
※一世帯の方で住民税未申告の方がいる場合は、すでに認定証の
交付を受けている方でも交付できません。住民税申告が必要です。

●保険料の納入通知書等を７月中旬に発送し
ます
保険料の軽減率が次のとおり変わります。
①年金収入が１５３万円～２１１万円の方（保険料
の賦課のもととなる所得金額が 万円以下の方）
〈所得割額〉
平成 年度 ２割軽減
平成 年度 ５割軽減
②後期高齢者医療制度に加入した日の前日に被用者
保険の被扶養者であった方
〈均等割額〉
平成 年度 ７割軽減
平成 年度 ９割軽減
問合せ先

保険年金課
ー６６２８
富山県後期高齢者医療広域連合
０７６ー４６５ー７５０２

29
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７月15日(土)・16日(日)

信州千曲観光局 026－261－0300
dmo@chikuma-kanko.com

被保険者
1人あたり
43,800円

51－6629

■日時

問合せ先

29


51

15

他にも、お母さんに触れたい！

一人では眠れない！等々といったことが考えられます。

■場所
戸倉上山田温泉
千曲川河川敷

限度額
57万円

0.25

そんなときイライラすることはありませんか？？

原因としておむつが汚れている、お腹がすいている……。

■日時
８月７日(月)
午後７時30分～９時

28


51

“赤ちゃんが寝ない”“ずっと泣いている”

第88回 信州千曲市 千曲川納涼煙火大会

均等割額

所得割額
賦課のもととなる金額
×
所得割率
８.６%
保険料

58

28



また、ハイハイや歩行が始まり、運動量が増えてくると、疲れているのに睡眠の機能が
未熟なためうまく眠れないことがあります。“早く寝てほしい！”と思っていると、
余計に寝てくれないこともあります。“そのうち寝てくれたらい

いな～”という気持ちでゆったりと寄り添い、体温が感じられる

■内容
約１万発の煙火が夜空
と千曲川を大音響とと
もに染める華麗な煙火
の祭典です。

戸倉上山田温泉夏祭りと煙火大会

35

15 40

～赤ちゃんが寝てくれないときは～

千曲市観光情報

〈平成29年度保険料の計算〉
35

糖尿病の薬について

薬剤師

フットケアについて

糖尿病療養指導士

食事療法と単位配分

管理栄養士

糖尿病とは

堀内科部長

糖尿病の薬について

薬剤師

低血糖について

糖尿病療養指導士

食事療法と単位配分

管理栄養士

開催日

時間：午後１時30分～３時 場所：診療棟３階会議室(7/21のみ図書室)
問合せ先：地域連携室 82－8136

検尿健診の意義

問合せ先：経営管理課 82－8100

胸が痛くなる心臓血管の 高川副院長兼
病気
循環器内科部長

９月22日(金)

胸が痛くなる心臓血管の
薬剤師
病気 処方される薬は?

時間：午後２時～３時
問合せ先：地域連携室

場所：診療棟３階会議室
82－8136

糖尿病、高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病が
多くなっていますが、これらも腎臓を弱らせる原因
になるので要注意です。現在、透析導入となる一番
の原因は、糖尿病なのです。
健診で尿蛋白が (±) のとき、初めての場合は生
活習慣の改善・指導で経過観察、２年連続の場合は
医療機関の受診が勧められます。ただし、生活習慣
病の方で、前年まで尿蛋白 (－) だったものが (±)
になっていたとしたら、病気が悪くなっているサイ
ンかもしれません。かかりつけの医療機関に相談し
て、適切な治療を受けられるようにしましょう。
また、健診で尿潜血が陽性であった場合は、上記
の糸球体腎炎の可能性のほか、腎臓や尿路系の癌の
可能性もあります。早めにお近くの泌尿器科か腎臓
内科を受診しましょう。

医療相談を開催します

院長、副院長が「医療何でも相談」に応じます。
日時：７月31日(月) ※事前に予約をお願いします。
場所：市民病院診療棟 問合せ先：地域連携室 82－8136

●乳腺外来・乳がん検診は、予約された方のみとなりましたので、ご予約をお願いいたします｡

入札による契約（平成29年５月契約分）
物 件 名

（契約金額が１千万円以上のもの）

問合せ先

管財契約課

契約業者名称

萬葉電気工事・北日本電設工業射水市堀岡コミュ
射水市堀岡コミュニティセンター新築（電気設備）工事 (射水町一丁目地内） ニティセンター新築（電気設備）工事共同企業体
射水市堀岡コミュニティセンター新築（機械設備）工事（射水町一丁目地内） ㈱北野テック
鷲塚地内 配水管布設工事
丸芳工業㈱
赤井地内 配水管布設替工事
㈱伸和設備工業
工事 中野地内 配水管布設替工事
㈲小杉設備工業
戸破（荒町）外地内配水管布設替工事
㈲野手配管
㈱織田
桜町地内配水管布設替工事
分家工業・谷内工業・牧田組公共下水道(雨水)娶川
公共下水道(雨水)娶川排水区雨水函渠布設(第10工区)工事（鷲塚地内）
排水区雨水函渠布設(第10工区)工事共同企業体
㈱北野テック
善光寺地内配水管布設替工事
㈱創建築事務所
射水市立大門中学校長寿命化改修工事実施設計業務委託（二口地内）
委託 射水市小杉社会福祉会館整備工事基本･実施設計業務委託（戸破(さくら町)地内）㈱福見建築設計事務所
㈱上智 射水支店
射水市小林地区地籍調査業務委託

11 いみず
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51－6617
契約金額(税込･円)
52,758,000
42,120,000
19,548,000
26,276,400
18,036,000
13,716,000
14,202,000
527,904,000
29,700,000
51,624,000
45,144,000
10,044,000


52

30

29

29

29

保険年金課
ー６６２８
高岡年金事務所
ー４１８０
（ダイヤル後、音声案内が流れます
ので、②番を押してください。担
当課へつながります。）

射水市の工事等発注状況


25


21 51

出張年金相談

場所 射水市役所
１階10 4 相談室
日時 ７月18日(火)
午前10時～午後３時
※基礎年金番号のわかる
ものや身分証をご持参
ください。

50

年
だ 金
よ
り
国民年金保険料の納付にお困りの方へ

看護補助者

９月８日(金)



経済的な理由等で国民年金保険
料を納付することが困難な場合、
申請が認められれば、保険料の全
額又は一部が免除となる「免除制
度」や、 歳未満の方を対象とし
た「納付猶予制度」を利用するこ
とができます。学(生の方は除きま
す。）
免｢除制度」は、本人とその配偶
者及び世帯主の前年の所得が一定
の基準額以下の場合に承認されま
す。また、納｢ 付猶予制度」は 歳
未満の本人及び配偶者のみの所得
で審査されます。
申請は市役所窓口又は年金事務
所でできます。

●

当

なお、平成 年度の受付が７月
１日に始まりました。平成 年度
免除期間は、平成 年７月分から
平成 年６月分までの保険料です。
過去の保険料は、２年１カ月前
の分まで、随時、申請を受け付け
ています。対象期間中に未納があ
問合せ先
る方は、お早めに手続きをお願い
します。

● 臨時職員を募集します

担

学生の方には「学生納付特例制
※
度」があります。

｢検尿健診」は、日本では
小児期の学校検診に始まり、
職場健診、特定健診に至る
まで行われており、皆さん
おなじみのことと思います。
多くの方が検尿健診を受け
内科循環器内科医長
るようになった結果、糸球
志田しのぶ
体腎炎（腎臓で尿の元をこ
し出している糸球体が障害
される病気）の早期発見、早期治療開始が可能にな
り、糸球体腎炎によって透析導入となる患者さんは
減少しています。
一方で、人口の高齢化や食生活の欧米化に伴い、

開催内容

ネットは相手の顔が見えないので、

堀内科部長

販売品や価格につられず、ショップ

８月18日(金)

糖尿病とは

30

の信用性や確実性をよく確かめるこ

８月４日(金)

当

とが大切です。

７月21日(金)

担

心臓病の患者さんや心臓に不安を感じている方に、安心
して活動的な日常生活をおくっていただくため、ハート・
サポート・チーム（ＨＳＴ）が応援します。ＨＳＴは当院
の医師、看護師、薬剤師、心臓リハビリ技師、栄養士から
構成され、食事療法、運動療法、服薬などについて皆さん
にわかりやすくお話しします。気軽にご参加ください。
持参するもの ①筆記用具
②お薬手帳
(お薬に関して相談がある方。9/22のみ)

ネット通販の前払いによる
トラブルに注意しましょう！

７月７日(金)

開催内容

心臓病教室に参加しませんか ● ● ●

商品が届く前に代金を払ってしまうとトラブルが起きた場
合にお金を取り戻すことが難しくなります。また、業者の所
在が不明であったり、連絡ができなかったりするトラブルも

糖尿病で治療を受けている方、糖尿病の患者さんを家族に
お持ちの方や糖尿病に関心のある方、ぜひご参加ください｡
持参するもの ①筆記用具
②食品交換表､電卓(あれば良い｡７/21､８/18のみ)
③お薬手帳(お薬に関して相談がある方｡７/７､８/４のみ)

●●●

問合せ先

●●●

多くあります。

http://hosp.city.imizu.toyama.jp/

糖尿病教室のお知らせ

開催日

知っ 得 情 報！～商品が届かない!!ネットでの買い物は慎重に～

射水市消 費 生 活 セ ン タ ー （ 生 活 安 全 課 内 ）
ー７９７４
月～金 曜 日 午 前 ９ 時 ～ 午 後 ４ 時
富山県消 費 生 活 セ ン タ ー 高 岡 支 所
（高岡市赤祖父２１１高岡総合庁舎５階）月～金曜日
ー２７７７
午前８ 時 分 ～ 午 後 ５ 時
消費者ホ ッ ト ラ イ ン
１８８

●●●

消費生活 第58回

TEL 82-8100

〈アドバイス〉
☆代金前払いのリスクの大きさを認識しておく。
☆個人名義の銀行口座への前払いはしない。
☆業者の住所・電話番号の表示のないサイトでの買い物はし
ない。
☆不安に思ったり、トラブルにあった場合はすぐにご相談く
ださい。

射水市民病院

50

免除の対象なる所得のめやす
世帯構成 納付猶予 全額免除

一部納付
1/4 納付 1/2 納付 3/4 納付

４人世帯
( ご夫婦､
お子さん 162万円 162万円 230万円 282万円 335万円
２人 )
２人世帯
92万円 92万円 142万円 195万円 247万円
( ご夫婦のみ )
単身世帯 57万円 57万円 93万円 141万円 189万円
※所得の種類や控除額によって免除に該当しない場合
もありますので、ご注意ください。

2017.7
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月号

保健だより

事

業

会場：射水市保健センタ－ (旧大門保健センター)

名

対

象

要予約

７ 月30日(日) (

育児相談
もぐもぐ教室(離乳食教室)

要予約

月

日

医

診療時間 午前９時～午後５時
院

・

病

◆熱中症の症状
めまい、立ちくらみ、手足のしびれ、
筋肉のこむら返り、気分が悪い、頭痛、
吐き気、嘔吐(おうと)、倦怠感、虚脱感、
いつもと様子が違う

◆重症になると

)

9 : 15～ 9 : 30
9 : 30～10 : 30
9 : 45～10 : 00

歯

科

医

7 月 9 日(日)

海木クリニック（中太閤山）
姫野病院（放生津町）
たかはた歯科クリニック
【整外・内・麻酔】 56－7366 【内・小・胃】
8 4 － 0 0 5 5 （射水市中央町） 8 2 － 4848

7 月16日(日)

藤田クリニック（二口）
宮林クリニック（本町）
【産・婦人】
52－3515 【小・内・皮】
8 4 － 8 8 2 2

山田歯科医院（高岡市本丸町）
2 5 －0073

真生会富山病院（下若）
矢野神経内科医院（本町）
北村歯科クリニック
【内・眼】
52－2156 【内・神内・リハ】 8 2 － 5 1 5 0 （高岡市赤祖父） 2 0 －6680

レディースクリニックむらた（橋下条） 海木クリニック（中太閤山）
まつうら歯科クリニック
7 月23日(日)
【産・婦人】
57－4141 【整外・内・麻酔】 5 6 － 7 3 6 6 （高岡市蓮花寺） 7 3 － 6480
渡辺内科クリニック（二口）
麻生内科放射線科医院（中新湊） 吉江歯科クリニック
【内】
52－6030 【内】
8 2 － 3 7 1 0 （高岡市赤祖父） 5 4 － 0418

※最新情報は射水市医師会のホームページをご活用ください。

ホームページアドレス

http://imizu.weblike.jp/

市内の医療機関の地図をはじめ、当番医などがすぐわかるよう構成されています。

1F 母 子 総 合 相 談 室

(射水市医師会QRコード)

保健師や助産師が、妊娠届出等の諸手続きや妊娠、出産、子育
（子ども子育て総合支援センター「キッズポートいみず」
）てに関する相談を行っています。お気軽にご相談ください。
13 いみず
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７月13日(木) 大江コミュニティセンター
７月14日(金) 射水市保健センター
７月３日(月) アイザック小杉文化ホールラポール
７月４日(火) 櫛田コミュニティセンター

返事がおかしい､ 意識消失､ けいれん､ からだが熱い

◆熱中症予防のために

７月５日(水) 大島社会福祉センター
７月６日(木) 小杉社会福祉会館
７月７日(金) 片口コミュニティセンター
７月10日(月) 作道コミュニティセンター
７月11日(火) 小杉社会福祉会館
７月12日(水) アイザック小杉文化ホールラポール
７月13日(木) 大江コミュニティセンター

30 20

室内では……

▷扇風機やエアコンで温度を調節
▷遮光カーテン、すだれ、打ち水等
を利用
▷室温確認

外出時には……

▷日傘や帽子の着用
▷日陰の利用、休憩
▷天気の良い日は、日中の外出をできるだけ控える。

からだの蓄熱を避けるために……

▷通気性の良い、吸湿性、速乾性のある衣服を
着用
▷保冷剤、氷、冷たいタオルなどで、からだを冷やす。
▷体温測定（特に体温調整が十分でない 高齢者・
子ども等）

＊詳しくは、厚生労働省ホームページ「熱中症関連情報」を
ご覧ください。

７月14日(金) 射水市保健センター
７月19日(水) 高周波文化ホール
７月20日(木) 海老江コミュニティセンター
★７月31日(月) 太閤山コミュニティセンター

室内や、外出時、のどの渇き
を感じなくても、水分補給をし
ましょう。

暑さを避ける

13:30～14:00

７月18日(火) 大島社会福祉センター

こまめに水分・塩分補給

のざわクリニック（大門）
羽岡内科医院（本町）
わかば歯科クリニック
【外・内・胃・肛門】51－6051 【内】
8 4 － 8 2 0 0 （高岡市城東）
2 6 －8148

7 月30日(日)

７月12日(水) アイザック小杉文化ホールラポール

７月10日(月) 作道コミュニティセンター
７月12日(水) アイザック小杉文化ホールラポール

熱中症に気をつけましょう

7 月 2 日(日)

7 月17日(月)

７月11日(火) 戸破コミュニティセンター

７月７日(金) 片口コミュニティセンター 8:30～ 9:30
７月11日(火) 戸破コミュニティセンター

13 : 00～13 : 15

※都合により変更になる場合があります。
受診の際は直接医療機関に電話でご確認ください。

院

７月10日(月) 作道コミュニティセンター 8:30～11:00

受付時間

７月６日(木) 三ケコミュニティセンター
40

７月20日(木) 七美コミュニティセンター 9:30～11:00

◎ 乳幼児健康診査やむし歯予防教室の日程変更を希望される方は、射水市保健センターまでご連絡ください。

■休日在宅当番医・歯科医

７月７日(金) 片口コミュニティセンター

７月13日(木) 大江コミュニティセンター

７ 月３日(月)
８ 月１日(火)
７ 月28日(金)
８ 月25日(金)

生後４カ月～６カ月児

受付時間

７月６日(木) 三ケコミュニティセンター

40 65

定員に
達しました

乳幼児

場

子宮がん検診 …歳以上
乳がん検診 ……歳以上

もうすぐパパママ教室

会

歳以上

３歳児

Ｈ26年２月生

実 施 日

７月３日(月) 黒河コミュニティセンター

子 宮・乳 が ん 検 診 要[予約 ]

２歳６カ月児

項目 対象者

結核・肺がん検診

※申込者のみ

受付時間

○検診の詳細は、｢射水市おとなの健康カレンダー｣（広報
項目 対象者 実 施 日
会
場
いみず４月号と同時配布）をご覧ください。
○｢受診券｣「検診料金｣「眼鏡(※必要な方)」を持参してください。
７月３日(月) 黒河コミュニティセンター
○受診を希望される方で受診券が届かない（転入・退職等）
７月４日(火) 櫛田コミュニティセンター
場合はお知らせください。
７月５日(水) 大島社会福祉センター
結核健診 ……歳以上
肺がん検診 …歳以上

むし 歯 予 防 教 室

Ｈ28年１月生
Ｈ26年１月生

２歳児

日

妊婦とその夫

Ｈ27年12月生

(むし歯予防教室をあわせて実施)

施

Ｈ27年７月生
Ｈ27年８月生
Ｈ27年１月生
Ｈ27年２月生
Ｈ26年７月生
Ｈ26年８月生

Ｈ29年４月生

３歳６カ月児健康診査

実

７ 月11日(火)
７ 月26日(水)
８ 月８日(火)
８ 月23日(水)
７ 月４日(火)
７ 月12日(水)
８ 月10日(木)
８ 月30日(水)
７ 月６日(木)
７ 月13日(木)
８ 月９日(水)
８ 月31日(木)
７ 月７日(金)
８ 月４日(金)
７ 月24日(月)
８ 月18日(金)
７ 月25日(火)
８ 月22日(火)

３～４カ月児健康診査

(むし歯予防教室をあわせて実施)

者

1日～14日生
15日～31日生
1日～14日生
15日～30日生
1日～16日生
17日～31日生
1日～16日生
17日～31日生
1日～15日生
16日～31日生
1日～14日生
15日～28日生

Ｈ29年３月生

１歳６カ月児健康診査

射水市保健センター 52－7070

※胃・子宮・乳がん検診は予約が必要です。
★印は「託児付き」がん検診の日です｡( 要予約 )

胃がん検診 バ(リウム検査 要
) [予約 ]

■乳幼児健診、教室等の日程

■成人の集団検診 (７月１日～８月10日)

問合せ先

★８月１日(火) 高周波文化ホール
★８月３日(木) 射水市保健センター

歯周病検診を受けましょう
下記の方を対象に「歯周病検診」を
実施しています。
歯と歯ぐきの状態を確認する機会と
なる「歯周病検診」を受け、歯周病の
予防を心がけましょう。
対象者

40・50・60・70歳の節目年齢の方

期

７月３日(月)～12月22日(金)

間

検診料金

1,000円

受診先

市内指定医療機関

(詳細はハガキに記載)

対象者には、６月下旬に受診券（ハガキ）を個別
通知しました。
受診券を紛失された方は、射水市保健センターま
でお問い合わせください。

毎月19日は食育の日 ◎家族そろって食事を楽しみましょう！
※ 食育とは「食」についての知識、｢食」を選ぶ力を身につけ、健全な食生活を実践するための取組です。
2017.7
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In

ion
初任給
大卒
１８４、２００円
短卒
１６４、６００円
申込期限 ７月 日
試験日 ７月 日
試験会場 いみず苑
試験内容 教養試験、作文、
面接
問合せ先 いみず苑総務課
１
―１２６

市立保育園臨時職員
○臨時保育士
若干名
保育士資格を有する方
勤務時間 午前７時～午後７時
（変則勤務有）
給料 月給 １７５，０００円
○パート保育士
若干名
保育士資格を有する方
勤務時間
午前８時 分～午後５時
給料 時給 ９００円
採
※用に関する時間等相談に
応じます。
○臨時看護師
若干名
正看護師資格を有する方
勤務時間
午前８時 分～午後５時
給料 月給 １９０，９００円
○パート看護師
若干名
正看護師資格を有する方
勤務時間
午前８時 分～午後５時
給料 時給 １，１３０円

に文書でお知らせし、市が委
託した業者がお伺いします。
なお、取替に係る費用をご
負担いただくことはありません。
作業期間 ７月から順次
問合せ先 上下水道業務課
布目分庁舎）
(
９
―６４２

夏の短期水泳教室

重

１ 子どもと高齢者の交通事故防止
２ 飲酒・暴走運転の根絶
３ 全ての座席のシートベルトとチャイルドシート
の正しい着用の徹底
４ 歩行者の安全確保の徹底

射水市民病院職員
○看護師
８名程度
昭和 年４月２日以降に生
まれた方で、看護師免許取得
済みの方又は平成 年の国家
試験に合格し免許取得見込み
の方
採用予定日 平 成 年 度 中 の
指定日又は平成 年４月１日
申込期間
７月３日 ～７月 日
試験日 ８月９日
試験会場 射水市民病院
試験内容 小論文、適性検査
及び面接
受験申込用紙等の配布
市民病院で配布します。郵
送請求（要角型２号の返信用
封筒）又は市民病院ホーム
ページ、市ホームページから
のダウンロードでも取得でき
ます。
問合せ先
射水市民病院経営管理課
８
―１００

知的障害者支援施設
い｢みず苑」職員
○生活支援員
名
大学（短期大学、専門学校
を含む。）を卒業した方又は
平成 年３月までに卒業見込
みの方

応募方法
応募用紙に①作品名②住所
③ 電 話 番 号 ④ 氏 名 ふ( り が
な）⑤年齢を記入し、射水市
役所生活安全課まで持参、
メール、ＦＡＸ、郵送して下
さい。また、各地区センター
やコミュニティセンターでも
受け付けます。
応募用紙は各地区センター
やコミュニティセンターにあ
ります。また、市ホームペー
ジでもダウンロードができま
す。
表彰 特選１点、入選５点
副(賞、参加賞有）
月 日の射水市交通安全
市民大会で表彰します。
その他 優秀作品は、射水市
交通安全市民大会のパンフ
レット等に掲載します。一
人３点まで応募できます。
問合せ先 射水市交通安全対
策協議会（生活安全課内）

21

日時 ７月 日 ～ 日
午前９時～ 時
定員
名（先着順）
対象者 ４歳児～小学生
参加費 ６，０００円
申込方法 ７月９日 午前９
時から受付開始
当館内にて申込用紙に記
入の上、参加費を添えてお
申込ください。 電( 話予約
不可）
特典
① スクール帽子をプレゼント
②入会時の登録料が無料
問合せ先
海竜スポーツランド
８
―３１０

さわやかに 夏を走ろう 北陸路
点

７月21日(金)～７月30日(日)
間
期

自衛官募集

採
※用に関する時間等相談に
応じます。
問合せ先 子育て支援課
６
―６２９

放課後児童クラブ
学(童保育）支援員

申込・問合せ先 自衛隊高岡地域事務所 21－2411

子どもが大好きで、室内外
での遊びや指導が可能な方を
お待ちしています。
保育士、幼稚園・小学校等
教諭の有資格者は歓迎します。
勤務日や勤務時間については、
相談に応じますのでお問い合
わせください。
開級時間
平日 午後１時～６時
１日開級日
午前８時～午後６時
問合せ先
放課後児童クラブ
すこやか学級（小杉小 )
０９０ １
―３９３ ０
―４２１

６
―６２３
６
―６５５
seikatsu@city.imizu.lg.jp

問合せ先

ＮＰＯ法人水辺のまち新湊

収納対策課 (51－6620) 又は最寄りの
金融機関にお問い合わせください。

スローガン

申込・問合せ先

納税は口座振替が便利です!

ご寄附ありがとうございます
内川輪踊り( ｢のじた｣ 、｢内川の船頭さん｣ ) 踊り手募集

７月31日(月)
納期限

７月29日(土) 午後３時～９時
30日(日) 午後３時～７時
※出店時間帯については相談可
７月14日(金)
FAX又はメールにて（業種、希望の広さ要記載）
3,000円

※地区センター及び大島分庁舎では、収納業務を行っ
ていません。

この時期は、夏のレジャー等で交通量が増えるとともに、開放
感、疲労感から交通事故の多発が予想されます。
市民の皆さん一人ひとりが交通ルールを守り、正しい交通マ
ナーの実践を心がけ、「事故を起こさない、事故に遭わない」
ように注意して下さい。

市政全般について市長と意見交換して
みませんか。
日
時 ８月３日(木) 午後１時30分から
場
所 市長室
募集人数 ３名（先着順）
申込期間 ７月10日(月)～14日(金)
申込・問合せ先
未来創造課 51－6614

出店者募集

固定資産税第２期
国民健康保険税第１期

｢夏の交通安全県民運動｣ が
実施されます！

内川十楽の市・夏の夜の彩り

いみず 14
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水道メータの取替に
ご協力ください
計量法に基づき有効期限内
に順次古い水道メータの取替
作業を行います。
取替対象となる方には事前

(土)

31

(金)

29

(日)

30

29

30

(水)

(日)

(水)

(月)

30

30

30

30

26

10

(月)

10

生活安全課 51－6623
射水警察署 83－0110
mizube_y@po9.canet.ne.jp
・FAX 82－2668

21

●田中産業株式会社
代表取締役 田中 利之 様
1,000万円
●株式会社アイザック・オール(富山市)
代表取締役 石﨑 大善 様
・不法投棄監視カメラ一式
（物品金額200万円）
・100万円（教育振興事業の推進）
●亀田 哲義 様
５万円

７月29日(土) 午後６時集合
中町公民館 服装自由（仮装歓迎）
７月11日(火)・18日(火) 午後７時30分～
放生津コミュニティセンター
実施日時
集合場所
練 習 日
練習場所

35

57


82


86


84


86

ようこそ 市 長 室 へ

申込期限
申込方法
出 店 料

シルバー交通安全川柳

(木)

30

詳しくは、問合せ先へ
ご確認ください。

内容 交通安全に関すること
募集期間
６月 日 ～８月 日
応募資格 市内在住で 歳以
上の方
31

65

時

内

今 月 の 納 税

日

案
(木)

10

集

広場

募
試 験 期 日
１次 ９月18日(月)
高卒（見込含)
航空学生
２次 10月17日(火)～22日(日)
21歳未満の方
７月１日(土)～ ３次 11月18日(土)～12月21日(木)
９月８日(金) １次 ９月16(土)・17日(日)
２次 10月７日(土) (男子）
一般曹候補生
10月８日(日) (女子）
18歳以上
①９月２日(土)
男子 27歳未満の方
②９月23日(土)
自衛官
年間を通じて
候補生
女子
①９月24日(日)

15

FAX 
51 51

format
受付期間
資 格
募集種目


51



第４回ワンコイン・婚活
日時 ８月 日
午前 時～午後３時 分
場所 大島社会福祉センター
２階
対象者
男性
歳～ 歳の独身の方
（ 市内在住又は市内勤務の方 )
歳～ 歳の独身の方
女性
（射水市以外在住可）
定員 男女とも各 名
申( 込者多数の場合は抽選
とします。 )
参加費 男女とも５００円
内容 回 転 ト ー ク 、 フ リ ー
トーク、カレーライス作り
申込期間 ７月 日 ～ 日
申込方法 郵便番号、住所、氏
名、年齢、性別、職業、電話番
号を記入し、メールで申込み
ください。
申込はメールのみとなります。
※
本
※人以外からの申込はでき
ません。
申
※込者にはメール等でご案
内します。
申込先 ワ｢ンコイン・婚活」
実行委員会

jkpiko-konkatu@yahoo.co.jp
問合せ先 未来創造課
６
―６１４

富山県立大学
ダ｢・ヴィンチ祭２０１７」
大人気の製作教室のほか研
究室や、屋外で行う科学実験、
クイズ大会、ひまわり迷路な
ど、多彩な催しを実施します。
小さなお子様から大人の方ま
で楽しんでいただけるイベン
トです。ぜひご来場ください。
日時 ８月５日
午前９時
分～午後３時 分
場所 富山県立大学
内容 おもしろ科学縁日、大
学探検隊、こども科学製作
教室など
問合せ先 富山県立大学ダ・
ヴィンチ祭担当
７
―５００

点訳ボランティア養成
講座

サマージャンボ宝くじ
などを販売しています
県内での売り上げの一部は、
本市の公益事業などに役立て
られています。ぜひ、県内の
売場でお買い求めください。
問合せ先 財政課
６
―６１６

公(財 富)山県市町村振興協会

射水市防災講演会
日時 ７月 日
午後１時 分～
場所 ア イ ザ ッ ク 小 杉 文 化
ホール・まどかホール
講師 兵庫県立大学大学院
減災復興政策研究科
准教授 阪本 真由美 氏
演題 女｢ 性の視点から見た
災害時の避難所運営をめ
ぐる課題」
入場料 無料
問合せ先 総務課
６
―６３２

親子マネー講座

定員
名
受講料 無料
申込期限 ８月 日
申込・問合せ先
射水市社会福祉協議会
５
―１９０

健康ワンポイント教室
日時 ７月 日
午後２時～２時 分
場所 真生会富山病院
テーマ 糖尿病の運動療法
～自宅でもできる運動を一
緒にやってみましょう～
講師 今城 都志枝 氏
日(本糖尿病療養指導士 )
参加費 無料
問合せ先 真生会富山病院
２
―１５６

ふれあい体験
お｢年寄りの住まいを
のぞいてみよう！」

日時 ８月５日
午後１時 分～３時 分
場所 射水市役所 本庁舎
２０１会議室
内容 お｢ 金の役割とひみつ
～おかねクイズに挑戦し
よう！」など
対象・定員 小学校４～６年
組 名
生と保護者
参加費 無料
講
※座終了後市役所見学を行
います。
問合せ先 生活安全課
６
―６２３

市職員の働き方改革の一環
として、出退勤時間を弾力化
した早出・遅出勤務を実施し
ています。これにより、職員
が通常の勤務時間（午前８時
分～午後５時 分）と異な
る時間に出退勤することがあ
りますが、市民の皆様の御理
解をお願いいたします。
なお、市役所の開庁時間に
ついては、変更ありません。
問合せ先 人事課
６
―６１３

職員が 早｢出・遅出勤務 ｣
を実施しています

30

特別養護老人ホームこぶし園

申込・問合せ先
６
―７００

ふるさと商工まつり
射水
日時 ８月５日
正午～午後９時
場所 歌の森運動公園
内容 お笑いライブステージ
石見神楽（島根県）
地元企業ＰＲコーナー
立ち呑みコーナー
ちびっこ落書きコーナー
青年部女性部飲食コーナー
プレミアム商品券発行
問合せ先 射水市商工会
０
―０７２

mizube_y@po9.canet.ne.jp
・FAX 82－2668

(土)

20

平野ノラ

ＮＰＯ法人水辺のまち新湊
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日時 ８月２日
午前９時 分～ 時 分
場所 特別養護老人ホームこ
ぶし園
内容 車椅子体験、ゲーム等
持ち物 筆記用具、内ばき
申込期限 ７月 日
対象者 小学生と父母又は祖
父母（ 組限定）
参加費 無料

対
象
定
員
受 講 料

いみず 16
2017.7
2017.7

17 いみず

申込期限
2,000円
5,000円
10,000円

持 ち 物
講
師

個人
団体
法人

所
容
場
内

時
日

icia@bz03.plala.or.jp

申込・問合せ先

※介護予防事業
｢いみず湯どころ体操教室」開催中

募集対象 小学生以上で、富山新港や内川に関心のある方
募集人員 第１回 15名程度 (先着順) 第２回 11名 (先着順)
参 加 費 第２回参加者は傷害団体保険料金 250円
（児童生徒・学生は無料）
申込期限 ７月25日(火) 必着
年会費（一口）

・FAX 52－6811

射水市民国際交流協会

８月９日(水) 午前９時30分～11時30分
万葉線「越の潟」駅前
国土交通省港湾業務艇「なごかぜ」にて海側から
富山新港を見る

足洗新町一丁目５番地
催物開始時間 概ね正午～
７月２日(日) 劇団「絆｣
９日(日) 唱友会カラオケ発表会
(10 :40～)
12日(水) ｢ふれあい朝市｣ やまだの案山子
(10 :00～14 :00)
15日(土) ひまわり一座
16日(日) 藤山一座
19日(水) のじた踊り・カラオケ発表会
(12 :30～)
23日(日) 劇団「つくし」

日
時
集合場所
内
容

86－2722
●足洗老人福祉センター
第２回「新しいみなと (富山新港) を船で巡ろう」

・毎週火曜日 13 :30～14 :30
(受付 13 :00～ 血圧測定あり)
※内履き、飲料水を持参してください。

申込・問合せ先

日
時
集合場所
内
容

８月５日(土) 午前９時30分～11時30分
川の駅新湊
観光ボランティアの案内による川の駅周辺散策と
フリートーク

南太閤山17丁目１番地
催物開始時間 午後１時～
７月５日(水) ひまわり一座
14日(金) 懐メロミュージックフレンド
26日(水) 劇団「つくし｣

射水市民国際交流協会では、国際交
流・国際協力の推進を図るため、各種
イベントを通じて、日本人住民と外国
人住民との交流や相互理解活動を行っ
ています。今年度は、語学講座、国際
理解講座のほか、交流事業として鏝絵
体験などを実
国際理解講座 (ベトナム編)
(平成28年度事業)
施する予定で
す。
会員には、イベントの優先案内、各
種参加費・語学講座受講料の割引等の
特典があります。
皆さんも会員となって交流を深めて
日本文化体験交流会
(平成28年度事業)
みませんか。

56－4080
●小杉ふれあいセンター
第１回「古いみなと (内川) 周辺の再発見をしよう」

30

40

in

各施設の催物

※詳細は各施設へお問い合わせください

みなと学習講座
射水市民国際交流協会
会 員 募 集
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30


51

20

視覚障がい者の理解と認識
を深めるとともに、図書など
を点訳する講習会を開催しま
す。
あなたも点訳ボランティア
として活動してみませんか？
対象 市内在住又は市内勤務
の方
期間 ９月２日 ～ 月 日
時間 毎週土曜日 午後１時
分～３時 全(８回 )
場所 新湊交流会館

ハライチ

７月26日(水)～８月７日(月)の
うち、月・水・金の計６回
午前10時～11時30分
（途中、休憩をとります。）
大門総合会館２階 展示室
ゲームやクラフト活動を交えなが
ら、楽しく英語を学びます。
小学生
16名（先着順）
会員の家族
500円
一般
2,000円
筆記用具､ 色鉛筆､ はさみ､ のり
クレア・エイブルティンさん
（射水市国際交流員）
７月14日(金)
会 費

45

(金)

15

(土)

(土)

23

(木)

30

(水)

11

21
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(水)
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20

30

(火)

(土)
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(月)
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(土)

(土)
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35
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■ クミコ アコースティックコンサート 2017
９月30日(土)

7月22日(土) ホールメイト発売開始!
午後２時30分開場 午後３時開演 7月29日(土) 一般発売開始！

入場料：全席指定

※未就学児入場不可

ＮＨＫドラマで劇中に流れ話題となったスコットランド民謡の日本語版「広い河の岸辺～The
Water Is Wide～」がロングヒットを果たしたほか、各方面で精力的に活動中のクミコによるア
コースティックコンサート。今回は地元共演団体として小杉中学校合唱部も出演します｡

■ 第９回射水市合唱祭

高周波文化ホール（新湊中央文化会館）

■ 南こうせつコンサートツアー2017

企画展「贈りもの｣

８月２日 (水)

●７月の休館日 18日
http://www.imizubunka.or.jp/chubun/ ８２－８４００

■ しまじろうコンサート ｢しまじろうともりのきかんしゃ｣

7月29日(土) 一般発売開始！

10月21日(土)

■ 演奏活動30周年 金川睦美ソプラノリサイタル
好評発売中！

午後１時30分開場 午後２時開演
入場料：全席自由 一般 3,000円
高校生以下 1,000円 (当日500円高)
特別出演：澤武紀行 (テノール) ピアノ：呉 恵珠

午後４時30分開場 午後５時開演
入場料：全席指定 6,500円 (会員 6,200円） (当日500円高）
※３歳以上チケット必要。３歳未満の方でも、お席が必要な場合はチケットを
ご購入ください。

■ ロビーコンサートのご案内
７月23日(日)

入場無料

オハナハワイアンズ

会場：大ホールロビー 時間：午後２時～午後３時

■ さわやかコンサート

入場無料

７月26日(水) 時間：午後０時10分～午後０時50分
会場：射水市役所エントランスホール
出演：金川睦美(ソプラノ)、小杉中学校吹奏楽部(クラリネット･フルート)
●７月の休館日 17日
http://www.imizubunka.or.jp/daimon/ ５２－０５６４

大門総合会館

■ 大門ホールシネマ上映会

■ 江戸風流恋語り

７月８日(土) 「レ・ミゼラブル」

７月29日(土)

午後１時30分開演 (158分)
入場無料 (要入場整理券）
日本を含む世界中で愛され続ける空前の大
ヒット・ミュージカルを、豪華キャストを起
用し圧倒的なスケールでスクリーンへと昇格
させたミュージカル超大作。
出演：ヒュー・ジャックマン アン・ハサウェイ
整理券設置場所 大門総合会館
高周波文化ホール (新湊中央文化会館)
アイザック小杉文化ホール ラポール

好評発売中！

午後１時30分開場 午後２時開演
入場料：全席指定 3,000円（会員 2,700円）
(当日500円高)

※未就学児入場不可

(C)2012 Universal Studios.ALL RIGHTS RESERVED

春野 恵子

神田 蘭

うめ吉

春野恵子(浪曲)、神田蘭
(講談)、うめ吉(俗曲)の
今最も注目されている美
女芸人３名による日本の
古典芸能。恋愛をテーマ
にそれぞれが演じるほか、
全員でのトークコーナー
もあります。

●７月の休館日 ４日､10日､11日､18日､25日
http://www.imizubunka.or.jp/tougei/ ５４－１２０１

■ 夏の思い出に陶芸体験！
暑い夏、じっとせずに屋根の下で体と手を動かしてみませんか？
おひとりでも、気の合う仲間達とでも。※お子様の夏休みの宿題として作られる
ときは､ 仕上がりの関係により８月10日
体験教室は毎日実施しています。
までにお越しください。ただし、仕上
がりは８月末になります。
実施日：毎日 (休館日を除く)
時 間：午前の部 ９時30分～ 午後の部 １時30分～
定 員：60人
料 金：一般1,440円(市内) 小学生以下1,390円 (市内) (焼成費を含む)
申込方法：電話にてお申込みください。  5 4 －1 2 0 1
2017.7

●７月の休園日 ４日､11日､18日

太閤山ランド

５６－６１１６

７月22日（土）～８月31日（木）

開催中～９月10日(日)
一年の節目、人生の節目に取り交わされる贈りもの。
古くから決められた習わしがあるもの、受け取る方に
よってあれこれ選ぶもの、様々な気持ちを込めて行われ
てきました。日本の伝統である贈りものの歴史と文化、
むかしばなしを紹介します。
写真説明
スズメからもらった
大きな「つづら」。
ふたを開けたら…
（「舌切り雀」）

太閤山ランドプール open！
お得なシーズンパス販売！
夏はやっぱり太閤山ランドのプールで決まり！
７月１日(土)から、シーズン中に何度でも利用できるプール
シーズンパスを発売！ 一般 3,000円、小中高校生 1,500円
駐車場付きのシーズンパスも好評発売中！
(７月１日～７月21日

早割 100円引)

※購入特典として「太閤の湯」入浴料を割引
小学生100円、中・高校生600円で入浴できます｡

オープン初日の７月22日(土)は10時より無料開放 ! !
・プール利用時間 午前９時～午後６時

NEW

電子チケット購入「P a s s M e ! !」で、お得
な割引券が買えます。是非ご利用下さい。
コンビニでも割引チケット発売中 ! !

s Grooooove !!!!! Monster
■リトグリライブツアー2017 秋 Let’

※未就学児入場不可

｢神田川｣ ｢妹｣ ｢赤ちょうちん｣ ほか数々のヒット曲でも知ら
れ、現在もライブを中心に積極的に活動し、常にアーティ
ストとして未来を見据えるという姿勢と、大地に根ざした
独自のライフスタイルで多くの共感と支持を得ている南こ
うせつによるコンサート。

19 いみず

８３－０８００

②午後２時開場 午後２時30分開演
入場料：全席指定 会館特別価格 2,280円

午後４時30分開場 午後５時開演
入場料：全席指定 5,500円 (会員 5,000円）

陶房「匠の里」

午前10 時～

●７月の休館日 ４日､11日､18日､25日

８月６日(日) ①午前11時開場 午前11時30分開演

好評発売中！

８月20日(日)

８月19日(土)

下記の日程でホール利用申込抽選会を
行います。ご利用希望の方は遅延のな
いよう、ご来館ください。

対象期間

出演：アーベントＧ、池多童謡の会、射水市混声合唱団、絵本コロ ･ アルカディア合唱団､
合唱団エコーいみず野、小杉中学校合唱部、新湊合唱クラブ、小杉童謡の会､
ラポールコーラス、ラポールヴィヴァーチェ

(当日500円高）

新湊博物館

ホ ー ル
平成30年８月１日(水)～９月２日(日)
研修室等
平成30年２月１日(木)～２月28日(水)

９月17日(日) 午後１時開場 午後１時30分開演 入場無料

～おもかげ色の空～

■ ホール利用申込抽選会の
ご案内

一般 3,000円（会員 2,700円）
(当日500円高)

射水おでかけガイド

●７月の休館日 ４日､11日､18日､25日
http://www.imizubunka.or.jp/rapport ５６－１５１５

アイザック小杉文化ホール ラポール

■ ７月の郷土陶芸作家展
夜夫奈美窯 奥川克臣展
７月７日(金)～７月30日(日)

大島絵本館

●７月の休館日 ３日､10日､18日､21日､24日､31日

５２－６７８０

海王丸パーク

●７月の定休日 ５日､12日､19日､26日

８２－５１８１

おおしま国際手づくり絵本コンクール2017入賞･入選作品展

海王丸パークフェスティバル

７月５日(水)～７月23日(日)

７月15日(土)～17日(月 ･ 祝) 午前10時～午後４時

応募総数255点の中からみごと入賞・入選を果たした作
品を展示します。

＜15日＞ 新湊観光船の体験乗船、親子展帆体験、船長
と記念撮影 ※体験会の開催時間等、詳細はお問い合わせ
ください。
＜16日＞ タモリカップ(海上パレード) 午前10時30分～
海王丸の一般公開 正午 (予定) ～午後５時30分
伏木海上保安部 巡視船「やひこ」一般公開
＜17日＞ 登しょう礼 午前10時～10時30分頃
総帆展帆・満船飾 午前10時30分頃～午後３時30分
汽笛吹鳴 正午

夏休み製本教室

本格的な絵本をつくってみませんか？

たった２時間でハードカバーの製本技術が学べます（絵
や文の制作は含まれません）。夏休みの宿題にもぴったりです｡
ご希望の日を１日選んでご予約ください。
７月25日(火)、30日(日)
８月１日(火)、6日(日)、8日(火)、15日(火)、22日(火)、27日(日)
午前９時30分～11時30分
参加費：1,600円(入館料､材料代含む）
その他、気軽に工作を楽しめる
ワークショップを毎日開催します。
夏休み向けの工作も要チェック！

＜16日・17日＞ 海王岸壁
海上自衛隊 ミサイル艇「はやぶさ」一般公開
午前 10時～10時45分、午後１時～３時45分

＜15日～17日＞
フードコートや遊具等の陸上イベント

毎週水・木曜日 午前10時～ 赤ちゃんから楽しめるお話会開催

総帆展帆 ７月 30日(日)

小杉展示館
竹内源造記念館

立山黒部アルペンルート「富山県民感謝キャンペーン」

＜小杉展示館＞

５５－３３３８
５５－３２８８

●７月の休館日
３日､10日､18日､24日､31日

～戸破地域防犯標語展～

日時：７月15日(土)～７月29日(土)
小杉・歌の森小学校の５､ ６年生

＜竹内源造記念館＞

●夏休み線描きコテ絵体験
シックイを使った立体絵

日時：７月16、30日(日) 午前10時～
時間：２時間程度 申込：要電話予約
●型抜き鏝絵 ･ シックイボール制作体験 (夏休み体験と同時に)
日時：７月16、30日(日) 午前10時～
時間：１時間程度
申込：要電話予約

立山駅～黒部湖間の各乗り物運賃と、立山駅までの
富山地方鉄道の電車運賃が２割引きとなります。
期
間 ７月15日(土)～８月31日(木)
申込方法 乗車券購入申請書に必要事項を記入の上、
利用当日に運転免許証などの住所が記載
されている証明書を添えて「立山駅きっ
ぷ売り場」に提出してください。
※乗車券購入申請書は、アルペンルートホームページからダウン
ロードできます。

問合せ先 立山黒部貫光(株)
「富山県民感謝キャンペーン」事務局
076－432－2819
2017.7
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まちかどフォトグラフ
Photograph Topics & News

673人の児童が幼年消防クラブに入隊
５月19日、６月14日の両日、幼年消防クラブのつどいが行
われ、市内の673人の幼稚園・保育園の児童が幼年消防クラ
ブに入隊しました。入隊式では「ぜったいに火あそびはしま
せん」と誓いの言葉を述べ、その後のレクリエーションでは、
火災発生時にとるべき行動等をクイズで楽しく学びました。

大空を彩る1,000枚の凧
５月21日、第39回越中だいもん凧まつりが行われ、自治会や企業、児
童クラブ等が作成した自慢の凧約千枚が大空を彩りました。
新企画の「親子凧揚げ体験」では、越中だいもん凧の会の講習を受け
た15組の親子が、初めての凧揚げを楽しんでいました。

年穀の生育と豊穣を祈る
「御田植祭」
６月９日、下村加茂神社において平安時代から続く伝
統行事「御田植祭」が行われ、宮司がもち米の苗を植え

各 種 相 談
●行政・人権相談
午後１時30分～４時
51ー6622
・７月５日(水)、８月２日(水)
小杉社会福祉会館
・７月13日(木)、８月10日(木)
新湊交流会館
・７月19日(水)、８月16日(水)
大門総合会館
・７月25日(火)、８月22日(火)
射水市役所
・７月５日(水)、８月休み
※人権相談のみ
下村コミュニティセンター
●心配ごと相談 午後１時30分～４時
・７月３日(月)、８月７日(月)、
８月21日(月)
小杉社会福祉会館 55ー2813
・７月６日(木)、７月20日(木)、
８月３日(木)、８月17日(木)
新湊交流会館
82ー8450
・７月４日(火)、18日(火)、
８月１日(火)
大島社会福祉センター 52ー5190
●行政書士による無料相談（予約優先）
相続・遺言・成年後見等 56ー4573
・７月28日(金)、８月25日(金)
午後２時～４時30分
小杉社会福祉会館
●成年後見制度相談（予約優先）
51ー6625
・７月26日(水)、８月23日(水)
午後２時～４時 射水市役所
●税理士の無料税務相談（要予約）
076ー422ー4034
・７月20日(木)、８月３日(木)
午後１時～４時 高岡商工ビル４階
相談日の１週間前の午前９時から受付

●無料法律相談（要予約） 51ー6615
・７月27日(木)、８月24日(木)
午後１時～４時 射水市役所
７月分は13日午前８時30分から
電話による受付（先着６人）
●もの忘れ・認知症相談会 51ー6625
午前10時～正午
・７月13日(木) 射水市役所
●認知症カフェ
・７月６日(木)、８月３日(木)
午後１時30分～３時30分
太閤の杜内
56ー8727
・７月８日(土)、８月12日(土)
午後２時～４時
大江苑内
55ー8888
・８月19日(土)
午後１時30分～３時30分
射水万葉苑内
84ー5678
・７月15日(土)、８月19日(土)
午後１時30分～３時30分
七美ことぶき苑内 86ー2500
・８月10日(木)
午後２時30分～４時30分
真生会富山病院内 52ー1556
・７月16日(日)
午後２時～４時
本町サポートセンター内 84ー5678

る人形が投げられ、受け取った女子児童は、｢家族みん
なが健康でいられるといいな」と笑顔を見せていました。

７月の
休日窓口
日程

ホタルの生息環境を守ろう！

問合せ先
住民票・戸籍関係

金山小学校では、ホタルの生息環境を守ろうとす
る校区の人々と触れ合いや、ホタルの観察や幼虫の
飼育活動を通して、ふるさとに愛着を持ち、自然環
境を守る心を育みました。６月９日の親子観察会に
はたくさんの方が参加し、幻想的なホタルの様子を
静かに観察していました。
21 いみず
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市民課
所得証明関係

51－6621

課税課
51－6618
子ども医療費関係
子育て支援課 51－6629
障害者等医療費関係
社会福祉課

51－6626

■日

●家庭児童・母子父子相談 51ー6629
・月曜日～金曜日（祝日を除く）
午前９時～午後５時 射水市役所
●子どもの悩み総合相談
・FAX 52ー3122
・月曜日～金曜日（祝日除く）
午前９時～午後５時
射水市子ども子育て総合支援センター１階
kodomo-soudan@city.imizu.toyama.jp
●精神科医・心理士による子ども相談
55ー2799
子どもの権利支援センター
（来所相談のみ・要予約）
・第１水曜日（祝日除く)
午後２時～５時
・第２月曜日、第３･ 第４水曜日
（祝日除く)
午後３時～４時30分

●女性のための無料相談
51ー6622
（パートナーや子どもとの関係など）
●教育相談
82ー1678
・７月19日(水)、８月８日(火)
・火曜日、木曜日（祝日除く）
午前10時～午後３時
午後１時～５時
・８月23日(水) 午後１時～４時
教育センター教育相談室
※女性専門相談員が対応します。
※完全予約制、事前にお電話ください。 ●不登校やひきこもりに関する電話相談(無料)
・月曜日～土曜日
※相談時間は50分です。
午前９時～午後６時
NPO法人はぁとぴあ21
●消費生活相談
52ー7974
090ー2035ー3116
・月曜日～金曜日（祝日を除く）
午前９時～午後４時

る神事で五穀豊穣を祈りました。その後、受けとった人
は幸せになれるとされている「マコモの大男」と呼ばれ

●住宅相談 (耐震補強やリフォーム工事の
相談､介護保険を利用した住宅改修など)
・７月16日(日) 午前10時～午後４時
射水建築会館
55ー1298
・７月16日(日) 午前10時～午後３時
カモン新湊ショッピングセンター
82ー4511
※どんなことでも（見積りも）無料で
相談に応じます。

程

射水市役所

●不登校児やひきこもり者を抱える親の会
・随時開催 午後１時半～
NPO法人はぁとぴあ21
090ー2035ー3116

７月２日(日)、９日(日)、16日(日)、23日(日)、30日(日)
※30日はマイナンバ―カード (個人番号カード) の交付も行います。
午前８時30分～午後０時30分
射水市役所１階 証明書発行窓口

■ 開設時間
■ 開設場所
■ 取扱業務
・住民票の写し（現在住民票のみ）の交付、戸籍謄本・抄本（現在戸籍のみ）
及び戸籍附票の写しの交付（現在戸籍附票のみ）
※本人確認できる書類等を持参願います。
※委任状が必要な場合があります。
・所得証明書、所得課税証明書の交付（直近のもののみ）
・印鑑登録証明書の交付
※射水市印鑑登録証（カード）を持参願います。旧市町村の印鑑登録証の場合は
本人申請に限ります。
・福祉医療費請求書の交付事務(用紙の交付のみ)
（子ども医療費、妊産婦医療費、ひとり親家庭等医療費及び重度心身障害者等医
療費助成事業）
※健康保険証及び受給資格証を持参、提示願います。

2017.7
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いみずの人 なかま

を届けています。これまで、いみず首都圏

ドバイクを生かして、歌って走って応援歌

ラソンやロー

ん。趣味のマ

の水越ユカさ

ングライター

のシンガーソ

ること間違い

ワーをもらえ

を聴けばパ

水越さんの歌

と水越さん。いつも笑顔で元気いっぱいの

晴らしい地元の魅力を再発見してほしい」

一杯に伝えたい。そして県内の方には、素

暑くします。 県｢外からのエントリーもい
ただいており富山の魅力、射水の魅力を精

みんなの

図書館
新着図書ピックアップ
図書館ホームページで
新着情報が確認できます
【一般図書】
標本ブック
さとう かよこ
もっと知りたいミケランジェロ
池上 英洋
【小説・エッセイ】
ホサナ
町田
康
一私小説書きの日乗
西村 賢太
【児童書】
おたすけこびとのにちようび
ヨコセ ジュンジ
【郷土資料】
北陸朝市紀行
池田 進一

図書の企画展示

■ 夏休み～調べものおたすけ隊～
夏休みの調べものを、司書がサポー
トします。

対象 小・中学生
日時 ７月 日 ・ 日
８月１日 ・５日 ・
８日
午前 時～正午
会場 中央図書館

イ ベ ン ト
○夏の子ども会
～親子で楽しむ～ おはなし会
午前 時
日時 ７月 日
会場 中央図書館２階会議室
主催 射水市社会福祉協議会・射
水市 ファミリーサポートセンター

共催 射水市中央図書館
○夏のおたのしみ子ども会
午前 時
日時 ７月 日
会場 中央図書館おはなしルーム
内容 絵本・紙芝居の読み聞かせ、
腹話術、ハンドベル演奏等

出演 キッズグループ
図(書館ボランティア )

いみず 22
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自
※薦、他薦は問いません。この
コーナーに登場してみませんか。
ご連絡をお待ちしています。
未来創造課
ー６６１４

ＰＲ大使として東京を中心に活動していま
なし！自転車

下村図書館
 5 9－2 3 0 3
(土) (土)

10

歌って走って元気をお届け
水越 ユカ さん

したが、昨年３月に結婚・出産のため活動
好きの方はも

正力図書館
 5 2－5 2 7 3
29

射水市出身

を一時休止し、今年４月に復帰しました。

(火) (火) (火)

(日)

(土)

!!

ちろん、ファ

子｢どもにも大人にも
出会ってほしい絵本」展
期間 ７月５日 ～７月 日
会場 中央図書館

推薦図書の展示

新湊図書館
 8 2－8 4 1 0
25

10

16

22


51

子どもが生まれたことで、これまで以上に
めるコースも

故郷や家族を大切にするようになりました。 ミリーで楽し
今後も音楽とスポーツを通して、たくさん
７月の図書館カレンダー

(水)
(水)

11

全館休館日
開館時間 平 日 ９:30～18: 30
土日祝 ９:30～17: 00

あるので一緒
に走ってみま

③キッチンペーパーでフライパンの余分な油をふきとり、Ａをまぜあ
わせて入れ、厚揚げにたれが絡んだら皿に盛る。わけぎと刻みしょ
うがをのせて完成。

中央図書館
 5 7－4 6 4 6

日 月 火 水 木 金 土
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

の人を笑顔にしたいとのこと。

②フライパンにごま油を入れ、厚揚げをキツネ色になるまで全面焼く。

せんか
!?

８月には、自身が企画するイベントの第
一弾として、海王丸パークを発着点に、素
晴らしい景観や地域のグルメ等を楽しむ

【一般図書】
海について知ろう
【児童書】
七夕（宇宙・星・天体）
自由研究
期間 ７月５日 ～７月 日
会場 新湊図書館

2017.7
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①厚揚げは一口サイズにカットする。
厚揚げ（絹あげ）…………２枚
ごま油………………………小さじ１
しょうゆ…………………大さじ１
Ａ みりん……………………大さじ１
砂糖………………………大さじ１
わけぎ（小口切り）………２本
刻みしょうが………………大さじ１

作り方
材料（２人分）

19

19

138

「水越ユカと走ろう！あいのかぜジェント

厚揚げの甘辛照り焼き

(水)

(水)

vol.
ルライド２０１７」の大会ナビゲーターと

すめ
す
お
ピ
レシ

外はカリッ！
中はツルン！

して、歌い、走り、富山の暑い夏をさらに

推進員の
改善
活
生
食

いみず

広報

●編集・発行 富山県射水市未来創造課

●平成 年７月号（６月 日発行）
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TEL

第53回富山新港花火大会
日 時
場 所

射水ベイバスの実証
運行を行います

７月30日 (日) 午後５時30分～８時30分
海王丸パーク

●獅子舞演舞

あいの風とやま鉄道小杉駅と射水ベイエリア
を結ぶ観光周遊バスの実証運行を行います。射
水ベイエリア散策に是非ご利用ください。

午後５時30分～６時50分

期 間 ７月15日(土)から11月12日(日)
までの土日祝日 (計41日)

西奈呉獅子舞保存会、北長徳寺獅子方若連中
による迫力のある舞をご覧ください。

●花火大会

運行路線 １路線 (往復)

午後７時50分～８時30分

小杉駅北口 ⇔ カモンパーク新湊(道の駅) ⇔ 川の駅新湊 ⇔ 新湊きっときと市場 ⇔

海王丸と新湊大橋をバックに、約2,000発の花
火が富山新港の海上で開花します。水中スターマ
インやフィナーレを飾る水中尺玉はみどころです。

海王丸パーク ⇔ 新湊大橋西桟橋口 ⇔ 新湊マリーナ ⇔ 新湊大橋東桟橋口

※会場周辺の交通規制情報は、新聞、チラシ、市ホームページに掲載します。
※会場周辺は混み合いますので、公共交通機関をご利用ください。

有料観覧席
のご案内

テーブル１セット (イス３脚付) を5,000円で販売します。
海王丸と花火のコラボレーションをお楽しみいただけます。

問合せ先

富山新港花火大会実行委員会  51－6676

(※詳細は市ホームページをご覧ください｡)

運行時刻 ①小杉駅北口発 新湊橋東桟橋口行き
午前10時５分から60分間隔で１日６便

②新湊橋東桟橋口発 小杉駅北口行き
午前11時から60分間隔で１日６便

運 賃 １日乗車券 300円、１回乗車 100円

(大島分庁舎 港湾・観光課内)

第12回射水市展 作品募集

問合せ先

港湾・観光課  51－6676

本市在住、在勤、在学又は出身で、美術制作に取り組む皆さんの公募新作展
です。日本画からデザインにいたる 7 部門の作品を一堂に展示し、優秀作品を
表彰します。芸術の秋をあなたの力作で彩ってみませんか。

●会
期 ９月20日(水)～24日(日)
●申込締切 ８月18日(金) 午後５時
(郵送の場合、当日消印有効)
午前９時30分～午後６時 ※最終日は午後４時まで
●出 品 料 1,000円 (高校生500円)
●会
場 高周波文化ホール (新湊中央文化会館)
●申込方法 出品申込書をご記入のうえ、郵送又はFAXでお申し込みください。応募条件など詳細は実施要項をご覧ください｡
実施要項・出品申込書は市庁舎・大島分庁舎、高周波文化ホール、アイザック小杉文化ホール、大門総合会館、
大島絵本館等に配置してあります。
申込・問合せ先

地域振興・文化課

 51－6622／FAX 51－6654

企業広告

FAX

射水市代表電話

０７６６（５１）６６００



〈企業広告募集〉問合せ先

広告代理店／㈱協和総商 21－0319

射水市の人口・世帯数

行政情報をスマホで確認！
ダウンロードはこちらから

無料アプリ「マチイロ」を使って、いつ
でも、どこでも広報紙を読むことができ
ます！
また、市ホームページの最新情報を気に
なるカテゴリーを選んで確認できます！

平成29年５月末現在の射水市住民基本台帳人口 ※( )内は前月比｡

人 口

93 , 637 人

(－ 21) (うち外国人

2 , 089人)

男 性

45 , 494 人

(－ 20) (うち外国人

1 , 124人)

女 性

48 , 143 人

(－

世帯数

34 , 560 世帯

(＋ 24) (うち外国人のみの世帯 977世帯)

1) (うち外国人

965人)

